
＜第１９回鳥取県少年サッカーＵ－１１大会東部地区予選日程＞

◆１１月２８日（土）　コカ・コーラウエストスポーツパーク球技場

Ａ： 日進 イーズ 中ノ郷 Ｄ2①： 国府東 AMISTA 末恒

B： 米里 岩倉 城北 Ｄ2②： 青谷 岩倉B 用瀬

Ｃ： 美保南 修立 津ノ井 Ｄ2③： 岩美 湖山西 明徳

試合 主審 予備審

1 9:45 ～ 10:35 A 日進 VS イーズ 城北 修立

B 国府東 VS AMISTA 相互 相互

C 米里 VS 岩倉 美保南 中ノ郷

2 10:45 ～ 11:35 A 美保南 VS 修立 日進 米里

B 青谷 VS 岩倉B 相互 相互

C 岩美 VS 湖山西 相互 相互

3 11:45 ～ 12:35 A 中ノ郷 VS 日進 岩倉 津ノ井

B 末恒 VS 国府東 相互 相互

C 城北 VS 米里 修立 イーズ

4 12:45 ～ 13:35 A 津ノ井 VS 美保南 中ノ郷 城北

B 明徳 VS 岩美 相互 相互

C 用瀬 VS 青谷 相互 相互

5 13:45 ～ 14:35 A イーズ VS 中ノ郷 米里 美保南

B AMISTA VS 末恒 相互 相互

C 岩倉 VS 城北 津ノ井 日進

6 14:45 ～ 15:35 A 修立 VS 津ノ井 イーズ 岩倉

B 岩倉B VS 用瀬 相互 相互

C 湖山西 VS 明徳 相互 相互

会場準備　　８：４０～　Ａ、B、Ｄ２①チームより各３名参加して下さい。

後片付け　　試合終了後　Ｃ、Ｄ２②、Ｄ２③チームより各３名参加して下さい。

大会運営は、湖山西・中ノ郷・米里でお願いします。

選手の登録確認は、9：00～行います。

■注意事項

＊Ａコートは駐車場側、Ｂコートは真中、Ｃコートは野球場側になります。

＊試合時におけるベンチの位置はピッチに向かった対戦表の位置になります。

＊審判割当ては基本的に表の通りといたします。事情により自チームの帯同審判

　員が不在の場合でもチームで責任をもって審判員を確保してください。

試合時間 対戦



＜第１９回鳥取県少年サッカーＵ－１１大会東部地区予選日程＞

◆１１月２９日（日）　コカ・コーラウエストスポーツパーク球技場

D： 若葉台 美保 賀露 Ｄ2④： 智頭 醇風 みわ

E： KFC 面影 福部 Ｄ2⑤： 倉田 いなば 世紀

F： 浜坂 八頭 浜村

試合 主審 予備審

1 9:45 ～ 10:35 A 若葉台 VS 美保 福部 八頭

B 智頭 VS 醇風 相互 相互

C KFC VS 面影 浜坂 賀露

2 10:45 ～ 11:35 A 浜坂 VS 八頭 若葉台 KFC

B

C 倉田 VS いなば 相互 相互

3 11:45 ～ 12:35 A 賀露 VS 若葉台 面影 浜村

B みわ VS 智頭 相互 相互

C 福部 VS KFC 八頭 美保

4 12:45 ～ 13:35 A 浜村 VS 浜坂 賀露 福部

B

C 世紀 VS 倉田 相互 相互

5 13:45 ～ 14:35 A 美保 VS 賀露 KFC 浜坂

B 醇風 VS みわ 相互 相互

C 面影 VS 福部 浜村 若葉台

6 14:45 ～ 15:35 A 八頭 VS 浜村 美保 面影

B

C いなば VS 世紀 相互 相互

会場準備　　８：４０～　D、E、Ｄ２④チームより各３名参加して下さい。

後片付け　　試合終了後　F、Ｄ２⑤チームより各３名参加して下さい。

大会運営は、若葉台・福部・八頭でお願いします。

選手の登録確認は、9：00～行います。

■注意事項

＊Ａコートは駐車場側、Ｂコートは真中、Ｃコートは野球場側になります。

＊試合時におけるベンチの位置はピッチに向かった対戦表の位置になります。

＊審判割当ては基本的に表の通りといたします。事情により自チームの帯同審判

　員が不在の場合でもチームで責任をもって審判員を確保してください。

試合時間 対戦


